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2007 年も新しい、楽しい話題を発信するパルコのトピックスです！ 
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コ出版の新刊◇   少しのイーストでゆっくり発酵パン  （高橋雅子 著） 

本紙掲載情報等のお問合せ先 
 

㈱パルコ 企画室 情報企画担当（広報・IR）  
 

  〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾚｲｽ 
・ 

○本資料のカラーPDF 版をPARCO ホームページで提供しております。 
ードはこちらから⇒http://www.parco.co.jp/parco/corporate/press_eigyou.htm
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◆ 映画「NANA2」の世界を再現したカフェ＆ショップ

「LOTUS AND STRAWBERRY CAFE&MUSEUM FOR NANA2」 
渋谷・ZERO GATEに期間限定ＯＰＥＮ!!

 

昨年9月に映画第一弾が公開されるやいなや、映画・音楽（主題歌）・コミックス（原作）の各ランキング

で同時に 1 位を獲得し、“エンタメ三冠王”に輝いた「NANA」。その映画「NANA」の待望の続編であり、完

結編となる「NANA2」が12月 9日（土）より公開されます。 

 

この映画「NANA２」の公開を記念して、この作品

の世界を再現したカフェ＆ショップ、「LOTUS AND 

STRAWBERRY～CAFE AND MUSEUM FOR NANA2」が期間

限定で渋谷・ZERO GATEに出現します。 

 

「LOTUS AND STRAWBERRY～CAFE&MUSEUM FOR NANA2」

は、映画「NANA2」の世界を再現したカフェ＆ショ

ップです。 

カフェでは、ここでしか見ることのできない「NANA

２」オリジナルミニ番組の放映など、「NANA２」の

世界に浸りながらオリジナルケーキセットをお楽

しみいただけます。 

また、ショップでは、オリジナル T シャツ、劇中

に登場したブラスト、トラネスのポスターを始め

としたイベント限定グッズ、映画「NANA２」関連

の商品を幅広く取り揃えています。 

また、映画に登場したナナとハチが住む７０７号

室のセットが再現されます。また、出演者の衣裳

や小物の展示、メイキング写真の展示などファン

にとってはたまらない空間になっています。 

 

 

 

◆開催概要    
 
期間：2006 年 12 月 7 日（木）～2007 年 1 月 14 日（日）    ＊1 月 1 日は休み   
営業時間：11：00～21：00 （カフェラストオーダー 20:30） ＊12 月 31 日（日）は 19：00 閉店 

 会場：渋谷・ZERO GATE（渋谷・スペイン坂入り口横） ３階 
 電話番号：03－3477－5963 ＊営業期間のみ 
 
主催：「NANA２」製作委員会 
企画／運営：イフ・エンターテインメント  企画協力：渋谷パルコ  協力：NEWS DELI 

 特別協賛：ドワンゴ、ソニー・ミュージック アソシエイテッド レコーズ、 
ソニー・ミュージック レコーズ、第一興商  

 
 

㈱パルコ 渋

または ㈲イフ・エ ） 

PARCO MONTHLY INFO. 2006
※本件に関するマスコミ関係者の皆様のお問合せ先 

谷店営業課 03-3477-5851 （担当：金子 Email：kane-gaku@parco.jp） 

ンターテインメント 03-5775-2732 (担当：松田 Email：s.matsuda@if11.com
/12                                   2 
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パルコ アート関連企画 ／ パルコミュージアム 

アタープロダクツの現場                          

服をとりまく全てを劇場的なものとしてとらえ、服を作り続けてきたシアタープロダクツ。 
ついに、「シアタープロダクツの現場」がそのまま舞台にあがり、そのすべてを公開するという前代未聞、

掟破りのプロジェクトが実現します。 
シアタープロダクツは、はがして手に入れる服、「ニードルパンチ」で衝撃的デビューを果たし、個性的

な空間を舞台に、音楽やコンテンポラリー・ダンス、マジックなどを取り込んだショーやパフォーマンス、

様々な分野のクリエーター達とのコラボレーションなど演劇的なプレゼンテーションによって、服の待つ

力、その魅力を最大限に引

き出し、独自の世界を確立

してきました。 
本展では、通常は舞台裏で

ある制作現場が表舞台と

なり、さらに 5 周年を迎え

たこれまでのコレクショ

ンのアーカイヴや初の試

みとなるファッション写

真、プロダクツの流れをシ

ンボリックに示すインス

タレーションなどによっ

て、シアタープロダクツの

全てを見せます。 

photo:Fumio Doi (c)Little More 

主な展示内容 

「シアタープロダクツの現場」～ シアタープロダクツの仕事現場を、丸ごとステージにあげてしまいます。会場内に電話も

ファックスも引き込み、デザイナーは毎朝出社してデザインし、パターンをひき、工場と交渉し、プレスはスタイリストのリース受

付や打合せする⋯等々。リアルタイムの現場を公開します。 

「シアタープロダクツの打合せ」～ 仕事場の打ち合わせスペースでは、関連業者なども含む、シアタープロダクツに関わ

る様々な訪問者との打合せが公開で行われます。週末には、パフォーマンスや音楽のライブへと発展していく「打合せ」も。 

打合せ予定者：KATHY（パフォーマンスユニット）／graf(クリエイティブユニット) 

植原亮輔（アートディレクター）／菅付雅信（ファッションエディター）ほか 

「スカートの森」～ 無限に続く、連なりの一つをお客様が購入するという現象＝服が量産され、多くの人のもとに届いていく

という過程を、シンボリックに示すインスタレーション。スカートの集合体は、観客を導くエントランスであり、売り場ともなります

が、個々のスカートはプロダクツでもあり、購入可能です。 

「シアタープロダクツ 2001～2007」～ 2001 年から現在に至るコレクションの代表作を一挙に紹介し、シアタープロダク

ツのアーカイヴからの映像や、初めての撮りおろしファション写真などによって、これまでの活動の再編集を試みます。 

「日替わり来場記念スーベニール T シャツ」～ 会場では日替わりの日付入り来場記念限定オリジナル・スーベニール T

シャツを日々制作販売します。 

※展示内容・イベントは変更になる場合があります。 

開催概要   期間：2007 年 1 月 12 日（金）～1 月 29 日（月） 会期中無休   
開場時間：10：00～21：00 （入場は 20:30 まで。最終日は 18:00 閉場予定） 

入場料：一般500円、学生400円、小学生以下無料 
主催：パルコ 展示構成：豊嶋秀樹（graf） 企画：北澤ひろみ（NANJO and ASSOCIATES） 

A

パルコミュージアム  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート３・７F   ℡ 03-3477-5873 
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パルコ アート関連企画 ／ ロゴスギャラリー   

2006－07 WINTER LOGOS洋書バザール 
 

恒例！洋書専門店 LOGOS が選りすぐった洋書を特別価格で

放出する、冬の洋書バザールの開催です。「ほしかったけど手

が出なかった」、という意中の洋書を、思いもかけない破格値

で手に入れるチャンスです。 
写真、アート、デザイン、建築、ホビー、ライフスタイル、絵本など

の洋書籍約 7000 冊を、通常店頭価格の 20～80％OFF 価格で即売。

多少難ありモノ含め、超目玉、掘り出しモノが満載！そのほか、雑誌、

ビデオ、ポストカードなどもバーゲン価格で販売！。商品はどんどん

追加しますので、会期を通して充実した内容になります。 
さらに今回は、会期中に期間を限定して以下の特別企画を行います

（数量限定、無くなり次第終了）。 
□第一弾 1/4(木)～1/10（水) 「¥500・¥1,000 均一セール」 

[10000 円が 500 円！]や[95％オフ！]もありの超お買い得

均一価格セール 
□第二弾 1/11(木)～1/15(火) 「Visionaire 20%～50%オフ」 

セールでも MAX30％オフくらいにしかならない Visionaire バックタイトルを、限定数のみ格安で販売い

たします。Visionaire ファンなら見逃せない！ 
 

◆開催概要 期間：2006 年 12 月 29 日（金）～2007 年 1 月 15 日（月） 開場時間：10：00～21：00 
      ＊1 月 1 日は休館。12 月 31 日は 19:00 まで。最終日 1 月 15 日は 17:00 まで。 
 
 
Ｔｏｔｔｅｍｏ Ｂｒａｎｄ Ｎｅｗ！ 

 
 Tottemo ちゃんは 2002 年から発売さ

れたミルクティーのパッケージにデザイ

ンされていた女の子で、発売当初から人

気が殺到。そのかわいいパッケージが TV
や雑誌等の様々なメディアで取り上げら

れ一気に認知度が高まりました。 
本展は 10 月に発売したばかりの

Tottemo ちゃんのお人形“ Tottemo 
Dolly”のデビュー展示を中心とした内容

で、写真家が撮りおろしたファッション

パネルや今年の春のおしゃれをイメージ

したハンドメイド作家さんよるこだわり

のつまった Dolly の展示を行います。お

人形は全てぬいぐるみ作家によってハン (c)mushroom cafe

ドメイドで作られており、ナチュラルで世界に 1 体しかないあたたかみのある風合いを持っています。 
 また、Tottemo ちゃんヒストリー展示、web 等で人気のある作家さんとコラボしたオリジナルアイテム

やオンラインショップでしか買うことの出来なかったグッズ、ロゴス限定商品の販売なども行います。 
 

◆開催概要  期間：2007 年 1 月 17 日（水）～1 月 29 日（月） ＊会期中無休 
開場時間：10：00～21：00 （最終日は 17:00 まで） 

 

ロゴスギャラリー  パルコ・アート＆ギャラリーホームページ⇒ http://www.parco-art.com/ 
東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・Ｂ１F   ℡ 03-3496-1287 
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恋のカーニヴァル ～セーヌに咲いた４つの愛の物語～                

 

■ 会場：ル テアトル銀座 

 
四季の香りに彩られ賑やかに華やかに、恋の都 巴里の

一角で繰り広げられる男と女の恋の駆け引き! 
 
４組の様々な事情を抱える男女が、セーヌ川を背景に

恋を、愛を語ってゆきます。 
それはいつの時代も何処でも同じ、出会いと別れを繰

り返しながら逞しく人生を生きていく人々への愛情讃

歌なのです。 
人の全く性格の違う“男”を演じるのは、風間杜夫。 
あるときは洒脱にあるときにダンディに小粋に男の心意気を演じ分けてくれることでしょう。 
また 4 人の全く性格の違う“女”を演じるのは秋吉久美子。  
魅力溢れる 4 つのタイプの女性を、ゴージャスに華やかに演じ魅せてくれることでしょう。 
豪華実力派出演陣が、巴里の四季を舞台に、恋の駆け引きをどう魅せつけてくれるのか…ご期待下さい! 
 
［公演日程］ 2007 年 2 月 2 日（金）～2 月 14 日（水） 
［料金］ S 席 9,000 円 A 席 6,000 円 BOX 席[2 名様]18,000 円 （全席指定･税込） 

 ※未就学児の入場不可                         前売開始 2006 年 12 月 17 日（日）  
 
＜作＞ バリレ／グルディ ＜訳＞ 幸田礼雅 ＜脚色･演出＞ 星田良子 ＜音楽＞ パトリック･ヌジュ 
＜出演＞ 風間杜夫／秋吉久美子／山賀教弘／岡本竜汰／水谷かおり 

 

 

待望のＤＶＤ発売決定！「ＰＡＲＣＯ歌舞伎 決闘！高田馬場！」 
 

三谷幸喜・初の歌舞伎書き下ろし作品。『忠臣蔵』で後世に名を残すことになる中山（後の堀部）安兵衛が、

おじの助太刀のために立ち上がり、決闘の地、高田馬場に駆けつけるまでを、２時間ノンストップで描く

白熱の舞台。今年春の公演はチケットが即日完売した“ＰＡＲＣＯ歌舞伎”、遂に ＤＶＤが登場です。 

 

商品内容 ＤＶＤ２枚組 PMMDV-1314 税込¥6,800(税抜¥6,477)   
＜製作元=株式会社パルコ・松竹株式会社 発売元＝㈱パルコ 販売元＝松竹株式会社ビデオ事業部 協力＝社団法人日本俳優協会＞ 

 
DISC-1 本編 (140 分)   ★副音声コメンタリー 三谷幸喜＆市川染五郎 

2005 年 3 月 25 日 ＰＡＲＣＯ劇場 にて、１2台のハイ・ビジョン・カメラを駆使して完全収録。 

英語字幕付（全編）／日本語歌詞字幕（オープニングテーマ） 
 

DISC-2 特典映像 （71 分）   
★スチール撮影 ★リハーサル ★テーマ曲レコーディング（亀染勘幸） ★ラッピング BUS～公園通りに安兵衛参

上 ★特別歌舞伎講座(WOWOW生中継舞台挨拶） ★千秋楽バックステージ★出演者スペシャル・インタビュー  

などを収録 

 

2007 年 1 月 18 日までパルコ劇場オンラインショップ（www.parco-dvd.com）にて、特典【三谷幸喜オリ

ジナルイラスト入りクリアファイル】付先行予約実施中です。 

パルコ劇場・その他演劇公演 
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◎パルコ劇場（東京・渋谷パルコ・パート１・９F）２００７年初頭の注目公演             

 

■パルコ劇場「新」スタンダードシリーズ  

フール・フォア・ラブ Fool for Love  

 
ピューリッツァー賞作家、サム・シェパードが描く本能剥

き出しの男と女の物語「フール・フォア・ラブ」。本作品は

1983 年に作家自身の演出によりブロードウェイで初演さ

れ、1000 回にも及ぶロングラン公演を果たした作品です。

パルコ劇場では、渋谷パルコのスペースパート３にて 1986
年に根津甚八、松居和代によって上演されており、今回は

約 20 年ぶりに上演となります。 
言葉の持つ無限の想像力を書き出すサム・シェパードの作

品。その世界をあらたに掘り起こし、今を生きる若者たち

へ、感情と感動の拡がりを与えてくれるのが、これまで監

督してきた数々の映画で多くの評価を得てきた行定勲。 
今回が舞台初演出となります。 
行定が、こだわり抜いて決めた４人の俳優－香川照之、寺

島しのぶ、甲本雅裕、大谷亮介－とともに作り上げる舞台

は、行定自身も敬愛するサム・シェパードの作品にあらた

な息吹を与えてくれるに違いありません。 
 
＜作＞ サム・シェパード ＜訳＞ 訳 伊藤美代子 ＜演出＞ 行定 勲 
＜出演＞ 香川照之 寺島しのぶ 甲本雅裕 大谷亮介 
 

［公演日程］ 2007 年 2 月 7 日（水）～2 月 25 日（日） 
［料金］ 7,500 円（全席指定･税込） ※未就学児の入場不可  前売券発売中 
      ＊学生券（当日指定席引換）4,000 円（劇場受付で整理番号順に指定席券と引換。要学生証提示） 

学生券はチケットぴあのみ取扱い。 
 
◇大阪公演のご案内◇ 

［会場］梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ ［公演日程］2007 年 2 月 27 日（火）～3 月 1 日（木） 

 

 

志の輔らくご ｉｎ ＰＡＲＣＯ ２００７ SHINOSUKE RAKUGO in PARCO 2007 

 

2007 年の正月のパルコ劇場を飾る【志の輔らくご】。2006 年、年の初めのパルコ劇場での一ヶ月公演を

大盛況・大成功のうちに終えたこの公演は今回も大人気です。そこで以下の追加公演の開催が決定いたし

ました。 ※演目は本公演のプログラム其の参＜「狂言長屋」とその他の演目＞になります。 
 
［追加公演日程］ 2007 年 1 月 26 日（金）19：00 開演／1 月 27 日（土）14：00 開演・19：00 開演 

1 月 28 日（日）14：00 開演  
［料金］ 5,500 円（全席指定･税込）            前売開始 2006 年 12 月 16 日（土）  
 

PA
パルコ劇場   パルコ劇場ホームページ⇒ http://www.parco-play.com 

東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ パート１・９F   ℡ 03-3477-5858 
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クラブクアトロ・その他パルコの音楽関連情報                                  

クラブクアトロ １２月の主要企画               
 

SAKEROCK <サケロック> 

12 月 6 日（水） 名古屋クラブクアトロ 
12 月７日（木） 心斎橋クラブクアトロ 
12 月16 日（土） 渋谷クラブクアトロ  

 

一度聴いたら耳から離れないエキゾチックでどこか懐かしいメロディ、絶

妙のユーモアのセンス、タイトでフレキシブル演奏、そしてフロントマン

浜野謙太のユニークなキャラクターも相まって各方面で話題沸騰中の4人

組インストゥルメンタル・バンド。映画音楽、俳優業などを通して音楽以

外のジャンルでも急速に注目を集めている彼等。ハナレグミ（永積タカシ）

らゲストを招いて初のヴォーカル曲にも取り組んだニュー・アルバム

『songs of instrumental』を携えての東名阪クアトロ・ツアー。 

 

LITTLE BARRIE <リトル・バーリー> 

12 月 11 日（月） 渋谷クラブクアトロ  

12 月 13 日（水） 広島クラブクアトロ  

12 月 14 日（木） 心斎橋クラブクアトロ 

12 月 15 日（金） 名古屋クラブクアトロ 

 

ギタリスト、バーリー・ガドガンを中心に 1999 年に英国で結成された 3
人組バンド。05 年にデビュー・アルバムを発表、そのロック、ファンク、

ブルース、ヒップホップ等を咀嚼したヴィンテージ感溢れるサウンドが

話題となり、近年稀に見る本格派ロック・バンドとして注目を集める。

今年 10 月にはセカンド・アルバム『STAND YOUR GROUND』をリリ

ースし、さらにその評価を高めている彼等の初の単独来日ツアー。 
 

SFKUaNK!! <スフォンク!!> 

12 月 18 日（月） 名古屋クラブクアトロ 
12 月 19 日（火） 心斎橋クラブクアトロ 

12 月 22 日（金） 広島クラブクアトロ 

12 月 25 日（月） 渋谷クラブクアトロ 

 

2003 年に NY 在住のベーシスト塩田哲嗣と東京スカパラダ

イスオーケストラのトランペッターNARGO を中心に結成。

その他メンバーには北原雅彦（トロンボーン/東京スカパラダ

イスオーケストラ）、クリヤマコト（ピアノ）、太田剣（サッ

クス）など日本を代表する錚々たるミュージシャンが名を連ねる究極のグルーヴ・エンタテインメント集団。10 月に

発表したニュー・アルバム『Stand Up Please!!』を携えての年末クアトロ・ツアー。 
 
２００６年末年始のクアトロイベント！  “VINTAGE x DI:GA 2007”   
渋谷クラブクアトロにて年末恒例のイベントを開催。J-ROCK の注目のアーティストが集結して 2007 年の幕開

けを祝います。 ・12 月 30 日（土）16:00 START  ・12 月 31 日（日）16:00 START～COUNTDOWN 
 

 

 

P

■出演   12/30 asphalt frustration/ala/9mm Parabellum Bullet/hare-brained unity/ 

ILLMATIC HEADLOCK/SABOTEN/TYPHOON24 

12/31 the pillows/ELLEGARDEN/つばき/ランクヘッド/キャプテンストライダム/藍坊主/ 
UNDER THE COUNTER/SOUTH BLOW/DOES/FoZZtone/monokuro 
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パルコ出版の新刊情報 

少しのイーストで ゆっくり発酵パン       高橋 雅子（たかはし・まさこ） 著           

2007 年1月中旬発売 予価：1,680 円（税込） 判型：182mm×230mm 頁数：112 頁 

 

スローフードに注目が集まる中、自家製酵母パンや長時間発酵パンなど、ゆっくりと時間をかけてつく

るパンが人気になっており、著者、高橋雅子の前作『「自家製酵母のパン教室」』も好調に売上を伸ばし

ている。今回、本書で紹介するパンは、ごく少量のドライイーストを使い、冷蔵庫の野菜室などでゆっ

くり発酵させていく方法。出来上がりの味や香りは、限りなく自家製酵母パンに近づき、まさにプロの

おいしさ。失敗の少ないドライイーストで簡単につくれるのもセールスポイント。 
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